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Swallowing Aid Jelly

すべてノンシュガー、
ノンカフェイン、ノン
アレルゲン。糖 分を
制限されている人で
も安心して使える。

Swallowing Aid Jelly

薬を包み込み、異物感なく
胃まで届ける服薬ゼリー
撮影・文／ JQR 編集部

してしまうこともある。飲みにくい

ぼりにされてしまうこと。水と薬を

からと薬を砕いて飲むと、コーティ

一緒に飲んでも、約 85％がのどに

ングされていた成分が分解してしま

薬がくっついてスムーズに胃に届か

ったり、砕いた部分がのどを傷つけ

ないことがわかったのです」
（福居氏）

かねない。また、子どもが薬を飲む

試行錯誤のうえ完成したゼリー

ことを嫌がった時に味をごまかすた

は、すぐに医療や介護の現場で受け

めにヨーグルトや牛乳と一緒に服薬

入れられた。患者は薬を飲むストレ

すると、たんぱく質が胃に膜を張っ

スから解放されるばかりでなく、吐

粉末が苦い……。薬を飲むたびに感

てしまうため薬の吸収率が悪くな

き戻しやむせることがなくなった、

じる不快感。それでも体のためとガ

り、薬効が十分得られなくなる。

薬の効きがよくなったという声も多

苦手な味やにおい、
飲み心地を感じさせず、
薬をストレスフリーで飲める

錠 数錠を一度に飲むのが辛い、
剤がのどにつっかえる、複

マンしている人も多いのではないだ

しかし当初、福居氏が会社から開

数寄せられた。しかし、当初はレモ

ろうか。それを解消してくれるのが

発を指示されたのは、“ どこでも薬

ン味だけだったため「子どもにはす

を飲むことができる水 ” であった。

っぱすぎる」とクレームが入り、そ

このゼリーは薬の味やにおいを寒

自身の経験から水ではなくゼリーを

れをきっかけにいちご味やぶどう味な

天でできたゼリー状のオブラートで

提案したものの、社内で猛反対を受

ど、子ども向け商品の発売に至った

包み込み、
胃まで届けるというもの。

け、すぐに却下。しばらく時間を置

という。さらに、漢方薬は苦みや独

薬がのどにひっかかることなく、す

いて、医療の現場で必要なのは水よ

特の香りも薬効のうちと漢方医から

るんと通過する。成分の約 85％が

り絶対にゼリーであると再び提案し

いわれ、苦みを 50％だけカットする

水なので、
胃に入るとさっと溶ける。

たところ、そこまで言うならと社長

漢方薬用もラインナップに加えた。

薬剤師として病院で患者に接してい

自身が介護現場に足を運び、患者が

体調をよくするための薬がストレ

た開発本部長の福居篤子氏が自身の

薬を飲むことに苦労している場面を

スや新たな病気を招いたり、効果が

経験を生かし、開発したものだ。

目にした。提案してから約１年。よう

十分に得られないのでは元も子もな

「入院中の患者様は毎日薬を飲みま

やく商品開発にとりかかったという。

い。服薬をサポートするゼリーを活

すが、飲み込みが困難な嚥下障害を

薬を水でうまく飲むのは難しい

用して、薬と上手に付き合いたい。

「らくらく服薬ゼリー」だ。

持つ方がたくさんおられ、薬を飲む
ことに苦労されていました。また、
小さな子どもさんは薬を飲むのがイ

な検証を行ったところ、新たな発見

ヤだと言って、食事自体を嫌がるこ

が多数あった。

とも多かったのです」
（福居氏）

「まず、薬と水を一緒に飲むと、の

薬をうまく飲み込めないと、のど

どの筋肉に余計な負担がかかるこ

にひっかかって炎症を起こしたり、

と。そして、薬と水ではのどを通る

誤って気管に入って肺炎などを誘発

速さが違うので薬がのどに置いてき

●お問い合わせ先
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ゼリーの開発にあたり、さまざま
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株式会社龍角散

ゼリーとゼリーの間に薬を
挟み込む。混ぜずに、スプ
ーンですくって飲み込む。

基本の飲み方
複数錠の薬や
粉薬をするんと
らくに飲める

子ども用
おいしい香りと味で
薬と感じさせない

レモン味 の「らくら
く服 薬ゼリー」。大
きめのカプセルや
サプリの服用にも。
らくらく服薬ゼリーを入れ、薬を置く。

再び、服薬ゼリーを入れて薬を包む。

「おくすり飲めたね 」は
いちご味 、ぶどう味 、
ピ
ーチ味 、
レモン味 、チョ
コレート味の5色。

漢方薬用
漢方薬の香りや苦みを
生かしつつ、飲みやすく
１回１本使い切りの
スティックタイプは
携 帯 用としても便
利。どこでも手軽に
薬が飲める。
薬とゼリーを容器に入れてよく混ぜる。

http://www.ryukakusan.co.jp/ 70120・797・010
（10:00〜17:00／土・日・祝日はのぞく）
「らくらく服薬ゼリー 漢方薬用」はいち
ごチョコ風味とコーヒーゼリー風味。

すくって飲み込む。粉っぽさを感じない。

ぶどう味は皮から抽出した色素を使用している
ので、薬がぶどうの実に見える！
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Pico-Falcon
カラーは写真の3色。本体には電池が内蔵されていて、
コントローラーに装
備された充電器で充電する。約30分の充電で約4分の連続飛行が可能。

Pico-Falcon

狭いスペースを縦横無尽に飛行
超小型無線ヘリ「ピコファルコン」
撮影・文／ JQR 編集部

大人も思わず夢中になる
全長約 59mm、重さ 9g の
世界最小トイヘリコプター

年に室内向けの小型無線ヘリを出し
た際、粗悪な模倣品が海外で大量に
生産されたことだったという。模倣
品は壊れやすく、“ おもちゃのヘリ
コプターはすぐに壊れる ” というイ

の先にちょこんと乗るほど

指 のヘリコプター。小さな模
型と思ったが、ブーンと飛

「悔しかったですね。そのイメージ

び立つので驚いた。付属のコントロ

ジコンヘリを作ろうと、開発チーム

ーラーを上手に操作すれば、上昇や

は知恵を絞りました。そうして、
『ピ

下降はもちろん、
左右の回転や旋回、

コファルコン』の前身となる、全長

前進、後進と、思いのままに操縦で

81mm の『ナノファルコン』
を 2013

きる。本物の臨場感が、スケールダ

年に投入しました」
（プロモーショ

ウンして楽しめるのが面白い。この

ン広報チームの早崎希代子氏）

ヘリコプターの名は「ピコファルコ

を払拭すべく、より丈夫で小さなラ

3 万台売れればヒットと言われる

ン」
。全長 58.5mm、
機体重量 9 ｇ。

中で、この「ナノファルコン」は発

玩具メーカー、シー・シー・ピーが

売から９ヵ月で約 15 万台を売り上

発売した超小型の無線操縦ヘリコプ

げた。さらにそれより 30％サイズ

ターだ。世界最小のトイヘリコプタ

ダウンしたのが「ピコファルコン」

ーとして、
ギネスに登録されている。

である。軽量化のために電子基盤な

本体とコントローラーは赤外線に

どの部品を小さくし、
数も減らした。

「ピコファルコン」は小ささや壊れ
にくさだけでなく、楽しさにもこだ
わっている。たとえば専用のキャリ
ングケース「ピコボックス」はフタ
を開けると、そこに本体、コントロ
ーラー、電池、ドライバーと必要な
ものがコンパクトにまとめられてい
るが、フタをしめるとヘリポートに
早変わりする。また、本体の前部下
には白色 LED を搭載しており、飛
行中、点灯消灯ができ、まるで本物
のヘリコプターのようだ。さらには
３機同時に飛ばせ、編隊を組むこと
も可能だ。
小さくて、しかも本格的な飛行が
楽しめる「ピコファルコン」
。手軽

機体の角度や速度を検知する高性能ジャイロセンサーと、
２枚のプロペラが相互に逆回転する二重反転機構により、安定した飛行が楽しめる。

に楽しめ、子どもはもちろん大人を

ヘリも
ユ ニ ークなカメラつき

も夢中にさせる魅力がつまっている。

カメラヘリモード

よって接続され、操作可能距離は屋

「プロペラや機体の脚などは柔らか

内で約５m。コントローラー等を含

い素材を採用したのですが、軽量化

めた１セットが 5480 円という価

だけでなく衝突時の衝撃を吸収する

格もうれしい。

役割も果たすので、壊れにくさにも

ンパクトに片付けることが

つながりました」
（企画開発担当の

でき、
持ち運びも便利。

この超小型ヘリの開発のきっかけ
になったのは、同社が初めて 2006
●お問い合わせ先
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メージがついてしまったのだ。

遊び心をくすぐる工夫

2015 vol.23

松田正吾氏）

株式会社シー・シー・ピー http://www.ccp-jp.com

☎ 03・3527・8866（9:30 ～ 12:00

たたんだ状態

デジカメモード

本体、
コントローラー、電
池交換時などに使うドラ
イバー付属の「ピコボッ
クス」。約11×10cmでコ

※乾電池は別売り

13:00 ～ 17:00 ／土・日・祝はのぞく）

30万画素のカメラを搭載した新製品の「ナノファルコン デジカム」。機体は全長約13cmで、室内でヘリを飛ばして動画や写真撮影ができる。プロ
ペラとテイルシャフトをたたんでコントローラーの中にしまえば変形してデジカメとしても使える2WAY仕様となっている。
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